2018 年 7 月 30 日
日本郵便株式会社

2019（平成 31）年用年賀葉書のご案内
日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男）は 2018 年 11 月 1 日（木）
（一部商品は 10 月 1 日（月）
）から販売を開始する、2019（平成 31）年用年賀葉書についてご案内し
ます。
2019（平成 31）年用年賀葉書の注目のトピックスは以下のとおりです。
◆ 東京 2020 大会[寄附金付]年賀葉書
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会にちなんだ寄附金付年賀葉書を 3 種類発行
します。本年 7 月 22 日（日）にデビューした公式マスコットをあしらったデザインです。
2018 年 10 月 1 日（月）から先行販売します。
◆ 寄附金付絵入り年賀葉書（地方版及び全国版）
地方版は一部の地域限定で、地域の公式マスコットキャラクターなどが描かれた 19 種類のライ
ンアップです。
全国版は、干支のイノシシを描いたデザインです。
◆ キャラクター（スヌーピー及びディズニー）の 年賀葉書（インクジェット紙）
キャラクターは、昨年ご好評いただいた「スヌーピー」、毎年人気の「ディズニー」を発行。
どちらも干支のイノシシを取り入れたデザインです。
お年玉くじ賞品も、
「当たってうれしい」豪華なラインアップです。
◆ 特別な賞品として、「東京 2020 オリンピックへのご招待」が登場！
対象となる年賀葉書：東京 2020 大会[寄附金付]年賀葉書（無地（インクジェット紙）・
絵入り・特殊印刷）のほか、2019 年用年賀葉書の無地・無地（くぼみ入り）
・
無地（インクジェット紙）
・無地（インクジェット写真用）
◆ 1 等・3 等の賞品も魅力アップ！
・1 等の現金が、昨年の 10 万円から 30 万円に大幅アップ。
・3 等のお年玉切手シートも、当せん割合が昨年（100 本に 2 本）から「100 本に 3 本」にアップ
します。
◆ 2019 年は新元号に改まる特別な年！ お年玉くじ賞品もダブルチャンスです。
年明け 1 月 20 日（日）の抽せんのほか、郵政記念日である 4 月 20 日（土）に 2 回目の抽せん
を実施。特別な切手シート（当せん本数：1 万本）が当たります。
※賞品の詳細は 8 月以降に発表予定です。続報をお楽しみに！
＜販売期間＞
(1）東京 2020 大会[寄附金付]年賀葉書
2018 年 10 月 1 日（月）9:00 から 2019 年 1 月 11 日（金）24:00 まで
(2）上記以外の券種
2018 年 11 月 1 日（木）9:00 から 2019 年 1 月 11 日（金）24:00 まで
※いずれも販売期間中、窓口が営業している時間帯でのお取扱いとなります。
＜年賀郵便の引受開始＞
2018 年 12 月 15 日（土）から

【券種ラインアップ】
■東京 2020 大会[寄附金付]年賀葉書（3 券種）
1 枚につき 5 円が寄附金となる、 寄附金付年賀葉書です。 東京 2020 大会の公式マスコットで
ある「ミライトワ」と「ソメイティ」のデザイン。
無地（インクジェット紙）／絵入りの2 券種は東京 2020 大会にちなんで各 2,020 万枚、 特殊印刷
は 100 万枚（3 券種計 4,140 万枚）
、いずれも数量限定の販売で、他券種より 1 か月早く、2018 年
10 月 1 日（月）から先行販売を開始します。
※この年賀葉書の寄附金は東京 2020 オリンピック・パラリンピックの準備及び運営に役立てられ
ます。
※日本郵便は、東京 2020 オフィシャル郵便パートナーです。

■無地（インクジェット紙）
＜67 円＞

ⓒTokyo 2020

■特殊印刷

■絵入り

＜67 円＞

ⓒTokyo 2020

＜67 円＞

宛名面は絵入りと同じデザインです。

※ 特殊印刷は、絵柄の上から、厚みのあるインクで
「ミライトワ」と「ソメイティ」の顔をかたどっ
たデザインを印刷した特殊仕様。
視覚だけではなく、 感触でもお楽しみ頂ける
デザインです。
※ 限定 100 万枚、全国の主な中央郵便局等で販売し
ます。

ⓒTokyo 2020

＜東京 2020 公式ライセンス商品＞

■スヌーピー 年賀葉書（インクジェット紙） ■ディズニー 年賀葉書（インクジェット紙）
＜62 円＞
＜62 円＞
ピーナッツの仲間たちのにぎやかなお正月を
おなじみの隠れミッキー、今年はどこかな!?
描きました。今年のデザインには、2019 年にち
今年はスマートフォンでお楽しみいただける、
なみ 19 個の足跡が隠れています。よく見ると、 年賀葉書限定のお正月スペシャル動画もご用意して
干支のイノシシにちなんだ秘密のデザインも！ います（※）。

ⓒDisney
ⓒ 2018 Peanuts Worldwide LLC
www.SNOOPY.co.jp

※スマートフォンで http://mydisney.jp/nenga に
アクセスし、ディズニー公式アプリ「My Disney」を
ダウンロード（無料）
。アプリを起動し、AR カメラを
年賀葉書の切手部分にかざすと動画が見られます。
動画は 2019 年 1 月 1 日（火・祝）からお楽しみいた
だけます。

■寄附金付絵入り年賀葉書（地方版及び全国版）
地方版は、一部の地域限定で、地域の公式マスコットキャラクターなどが描かれた 19 種類のライン
アップです（各券種の販売地域、デザイン等は別紙）。全国版は干支のイノシシと初日の出を描いた
デザイン。
賀詞とちょっとした一言を添えてご利用いただける年賀葉書です。

＜67 円＞

※年賀寄附金による社会貢献事業助成
寄附金付絵入り年賀葉書は、1 枚につき 5 円が寄附金と
なり、社会福祉の増進や青少年の健全育成などの事業を
行う団体の活動に役立てられます。

寄附金付絵入り年賀葉書（全国版）

詳しくは日本郵便株式会社 Web サイト「年賀寄附金に
よる社会貢献事業助成」をご覧ください。
（URL：https://www.post.japanpost.jp/kifu）

■無地
＜62 円＞
門松にしめ飾り、鏡餅の
お正月の風物をデザイン。

■インクジェット紙（無地）
＜62 円＞

■インクジェット写真用（無地）
＜72 円＞

インクジェットプリンタに
適しています。イノシシと富
士山のデザイン。

光沢感が強く鮮やかな発色で、
写真の印刷に適しています。
可愛らしいイノシシのデザイン。

※無地と同デザインの料額印面
・くぼみ入り（62 円）
・四面連刷（248 円）
・オリジナル用四面連刷（248 円）

■オリジナル年賀葉書（法人のお客さま向け）

■広告付年賀葉書
5 円お安くお買い求めいただける年賀葉書で

＜62 円＞

す。広告主を募り、一部地域で販売を予定して
います。

オリジナル（大）

■その他
オリジナル（小）

ゲーム、アニメを題材とした年賀葉書なども
販売を予定しています。続報をお楽しみに！

※「オリジナル年賀葉書」は、料額印面の下部や組番号と
くじ番号の間のスペースに、お客さまの広告などを
印刷した独自の年賀葉書を作成するサービスです。

※本資料に掲載の葉書は、色やデザインが実際とは多少異なる場合があります。
※年賀切手、お年玉くじ賞品、その他年賀関連商品、サービス等の詳細については、別途お知らせします。

以 上

【お客さまのお問い合わせ先】
お客様サービス相談センター
＜電話番号＞
フリーコール

ふみ

には

ハロー

0 1 2 0 -23-28-8 6
携帯電話からご利用のお客さま
0570-046-666
（通話料はお客さま負担です。）
＜ご案内時間＞
平日：8:00～22:00
土・日・休日：9:00～22:00
※おかけ間違いのないようにご注意ください。

